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科学教育センター ★天体観望会★科学教育センター ★天体観望会★
月や金星、すばるをみよう月や金星、すばるをみよう

【とき】2月 7日（金）午後 6時～ 7時
【対象】先着 30人 （小学生以下は保護者同伴）
【持ち物】懐中電灯、防寒着　【参加費】無料
【申し込み】2月 3日（月）・4日（火）に、
　下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

に、

611

第50回 市民芸術鑑賞第50回 市民芸術鑑賞美術館めぐり美術館めぐり
【とき】2月18日（火）午前8時 出発（市民会館前）
　午後5時30分頃 帰着予定（久保講堂南側駐車場）
【行き先】①東京国立博物館（平成館）「日本書
紀成立 1300 年　特別展　出雲と大和」
　②東京都美術館「ハマスホイとデンマーク絵画」
【対象】市内在住の方 80人（申込多数の場合抽選）
【参加料（当日集金）】一般 2,700 円、65歳以上
2,100 円、障害者手帳をお持ちの方と付添い
の方１人は無料

【持ち物等】昼食、歩きやすい靴
【申込方法】1月 31日（金）（消印有効）までに往復
はがきで下記へ郵送（1通につき2人まで申込可能）

＜往信面＞参加者全員の住所・氏名・生年月日・電
話番号（お持ちの方は携帯番号）を記入（障害者
手帳をお持ちの方は「障害者手帳あり」と記入）
＜返信面＞代表者の郵便番号・住所・氏名を記入
※2月上旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。
【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731 FAX83-4070

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】2月13日（木）午前10時～11時 15分
　（アンケート記入のため10分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和元年 11月生まれの乳児
　と保護者 先着 17組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・
　産後ママの体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】1月 31 日（金）午前 9時から、下
記にて電話で受付

【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340 

真岡市地域公民館芸能発表会真岡市地域公民館芸能発表会
  伝統芸能・創作芸能等を地域の皆さんが熱演します。
【とき】2月 2日（日）午前 10時から 午前 10時から 
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール　【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール　
【入場料】無料　※観覧自由【入場料】無料　※観覧自由
【その他】◆とん汁の無料配布（400 食）◆中村
中学校吹奏楽部の演奏◆記念ボールペン無料
配布（1人 1本）◆お楽しみ抽選会実施

【主催】真岡市地域公民館連絡協議会、真岡市教育委員会
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

市民市民
講座講座

ひなまつり用
フラワーアレンジメント

【とき】2月28日（金）午後7時～9時
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・在勤の方 先着30人
【受講料】2,500 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】1月 28日（火）から下記窓口または、
　電話にて受付
【問い合わせ】市公民館二宮分館（8:30~17:15）
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

【とき】2月 16日（日）
　①午前 10時 30分～②午後 2時 30分～
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【入場料】500円（3歳以下は無料）
現在、前売り券発売中！

【前売券販売場所】◆市公民館 生涯学習課 (日曜・
祝日除く 8:30 ～ 17:00) ◆真岡西分館、山前
分館、大内分館、中村分館、二宮分館（日曜・
月曜・祝日除く 8:30 ～ 17:00）

【当日券】市公民館で販売
※芸術鑑賞会会員の割引対象外
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 （日曜・祝日休）
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

親子ふれあい親子ふれあい
映画会映画会 トイ・ストーリー4トイ・ストーリー4

まちなか保健室《2月》まちなか保健室《2月》
ほっとステーション駅前館ほっとステーション駅前館

【申し込み】☎ 080-9990-3998（9:00~16:00）
いきいき脳トレ教室
【とき】5日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「ロコモ予防の食事」
【とき】9日（日）午前10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
健康講座「今日からできる減塩生活」
【とき】19日（水）午後1時 30分～ 2時 30分
【講師】食生活改善推進員

ほっとステーション田町館ほっとステーション田町館
【申し込み】☎ 080-8096-9918（9:00~16:00）
健康講座「今日からできる減塩生活」
【とき】5日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【講師】食生活改善推進員
いきいき脳トレ教室
【とき】19日（水）午前10時～11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「次の検診までにコレステロー
　　　　　ルを下げるには」
【とき】23日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】各まちなか保健室にて電話で受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

2 時 30分

時

レステロ

一般農業者向け一般農業者向け 
農業機械安全講習会農業機械安全講習会
　安全管理講習・操作・実演を行います。
【とき】1月 27日（月）午後 1時 30分から
【ところ】「井頭フレッシュ直売所」（あぐりっこ）
【実施機械】小型トラクター、管理機
【申し込み】不要。当日、会場にお越しください。
【主催】真岡市農業機械士会　【参加料】無料
【協賛】JA全農とちぎはが野広域農機センター
※ほ場での操作・実演体験を行いますので、長
靴など作業に適した服装でお越しください。

【問い合わせ】農政課園芸畜産係
　☎ 83-8139 FAX83-6208

ひきこもりに関する相談会ひきこもりに関する相談会
　子ども若者・ひきこもり総合支援センター「ポ
ラリス★とちぎ」が相談会を開催します。ひきこ
もる家族にどう声をかけたらいいのか、将来が心
配など、当事者のみで悩まず、ぜひご相談ください。
【とき】2月 20日（木）、3月 19日（木）
　① 10:00 ② 11:00 ③ 13:00 ④ 14:00
【ところ】総合福祉保健センター
【申し込み】相談日の 3日前までに、下記にて電
話で受付（各時間 1組まで）
※相談には、ひきこもりサポーターが同席します。
【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

 真岡っ子をみんなで育てよう真岡っ子をみんなで育てよう
フォーラムフォーラム

『子どもの気持ちが分かりますか？』
子どもの能力をつぶす大人と伸ばす大人の対応について
【とき】1月 31日（金）
　午後 6時 30分開会、30分前開場
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】アドラー心理学カウンセラー 鈴木 稔 氏
【内容】子どもが自信を持ち、他者と協力できる
　ように育てるコツなど　【入場料】無料

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
女性が創る地域と未来女性が創る地域と未来

　誰もが生き生きと輝いて活躍できる地域づく
りをみんなで考えていきましょう。
【とき】2月 1日（土）午後 1時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】佐久間 幸子 氏　【入場料】無料
【主催】真岡市女性団体連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

申込不要申込不要

市民市民
講座講座

楽しみながらお茶の作法に親しむ
茶道入門

【とき】2/18、2/25、3/10（各火曜日、全3回）
　午前 9時 30分～正午
【ところ】青年女性会館 女性室
【対象】市内在住・在勤の成人の方 10人(定員超抽選)
【受講料】1,000 円（全講座のお茶お菓子代として）
【持ち物】白足袋または白いソックス、帯の代用
としてベルト着用、袱紗（持っている方）

【申し込み】2月 7日（金）までに、下記窓口ま
たは電話にて受付

市民市民
講座講座

プロが教える
健康マージャン教室

　講師が基本のルールから指導します。
【とき】2/14、2/28、3/6、3/13
　（各金曜日、全 4回）午後 2時～ 4時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】市内在住または図書館利用者 20 人程度
【持ち物】筆記用具、飲み物（水筒など蓋のあるもの）
【申し込み】2月 13 日（木）までに、下記窓口
　または電話にて受付　【受講料】無料
【問い合わせ】生涯学習課生涯学習係（8:30~17:15）
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

22020年020年農林業センサス農林業センサスをを実施実施
【調査期間】令和 2年 1月上旬～ 2月中旬
【調査対象】農林業を営む全世帯・組織・法人
【調査方法】調査員が、直接調査票記入の依頼に
　伺い、後に調査員が回収します。
※調査票に記入した内容は、統計作成目的以外
　に使われることはありません。
※調査員は調査員証を必ず身に着けています。
【問い合わせ】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

申込不要申込不要

文化協会設立40周年記念講演会文化協会設立40周年記念講演会
【とき】1月 26日（日）午後 2時開演 入場無料入場無料
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール  全席自由
【講師】落語家 林家 木久蔵 師匠
【内容】『木久蔵流　笑うが一番』
【その他】呈茶のふるまい、琴の演奏、
　ミュージカル、生け花や盆栽などの
　作品展示　【主催】真岡市文化協会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

第
1
期

【対象者】1歳から 2歳に至るまでの方
【接種期間】満 1歳の 1年間
　（1歳から 2歳の誕生日の前日まで）

第
2
期

【対象者】平成 25 年 4月 2日から平成 26 年 4
月 1日生まれの方

【接種期間】小学校就学前の 1年間
　（令和 2年 3月 31 日まで）

【ところ】市内の予防接種実施医療機関（要予約）
【費用】無料（接種期間を過ぎると全額自己負担）
【持ち物】予診票、母子手帳、子ども医療費受給
資格証など住所の記載のあるもの

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

麻しん（はしか）・風しん混合麻しん（はしか）・風しん混合
予防接種はお済みですか予防接種はお済みですか
未接種の方は早めに予防接種を受けましょう！

みんなのひろば
●藤倉千江さんの押し絵作品展「干支を押し絵で」
【とき】2月 5日（水）～ 29日（土）まで
【ところ】二宮コミュニティセンター 2階
【問い合わせ】 コラボーレもおか ☎ 81-5522
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